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南地域子育て相談センター
(町田市立金森保育園)

雨が多い時期になりますね。天候の悪い日はどんな風に過ごしていますか?お家だけで
は煮詰まりそう…そんな時は室内開放に遊びに来て<ださいね。
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●体青あそび/:歳●か月～ホ嘔学児
日時 :12日 (水)lC∞～11∞
場所 :金森保育園
内容 :ボールプール、エアトランポリン、体操など

晴れたら外でも体を動かして遊びましょう
評鰍聰園属 I[:[11)、

I きない時があります。

《室内開放》
4日 (火 )

12日 (水 )

13日 (木 )

18日 (火 )

21日 (金 )

9:00へ′11:○○
13:OO～ 15:OO
9:OOへ′11:00
9:00-11:00

13:00～15:00
9:00へ′11:30

●みちようひろば/帥 月春で
日時/場所/内容
◆4日 (火)14:∞～15:∞/金森保育園/

ミニ講座 (栄養士)、 ふれあい遊び
◆18日 (虫01ZKЮ～15∞/金森保育園/

親子で簡単ストレッチ、ふれあい遊びなど
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日時 :18日 (火)10:30～ 11:30
場所 :金森図書館 2階 (金森東3-51)
内容 :お子さんを遊ばせながら保護者が季節の折り紙

(花火)を楽しみましょう

●■0■っこひうけ/0～ 3歳
日時 :24日 (月)10∞～11:15
場所 :鶴間会館 (鶴間 6-8-37)
内容 :歯みがきのペープサート、タォルプランコなど

今月は水曜●ゆ
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日時 :26日 (水)10∞～11∞
場所 :成瀬台ゆりの本会館 (成瀬台3丁目9-5)
内容 :歯みがきのペープサート、タォルプランコなど

1個辱冒313:∞～17∞
 ヽ 8日 (土)8:30～ 13:30

●わたわんひうけ/:鰤 日～ホ組学児
日時 :3日 (月)10:∞～11:∞
場所 :ふれあいもみじ館 (金森東 3-17-14)
内容 :お しゃべり会、歯磨きのペープサートなど

★お願い★

ふれあいもみじ館では親子とも

に靴下を薔用してください。

●ぶぢわんひろけ/1帥 月～ :歳勁 月響で
日時/場所/内容
◆4日 (火)10:∞～11∞/金森保育園

ミニ講座 (栄螢主)、 ふれあい遊びなど
◆17日 (月)Ю∞ ～11:∞/ふれあいもみじ館

(金森東3-17-14)
歯みがきのベープサート、証牛会、ふれあい遊びな

園庭開放鷹薩奮贅理催Lと協 器 )

駐車場  月曜日～土曜日 9:30～ 16:∞



●40代ママの会
日時 :6月 13日 (本)10∞～11:OO
場所 :金森保育園

対象 :40代で出産されたママと未就学児
40代で出産を控えている方

内容 :40代で出産を控えている方、子育て

中のママ、お子さんと一緒に遊びま
しょう。情報交換もできますよ。
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/ぎλなことで悩んで話
一緒に遊びましょう !

「

現E毒響:ソ
ミニ講座

「兼姜士こ議そうJ

20分程度の講座の後
自由に遊びながら質問も
できますよ。

★ぶちわんひろば 10:00-11:∞
後期から完了期のメニューはどんなものがい
いか、手づかみ食べは経験させた方がいいか、
好き嫌いの対応はどうしたらいいか等、食事
や食べ方等聞<ことができますよ。

★よちよちひろば 14:00-15:∞
離手L食の量や進め方、メニュー、形態のステ
ップアップはどうしたらよいかなど間<こと
ができますよ。

ちょこっこポランティアさん
募集してきす ′

ひろばで遊ぶみんなのおもちゃの作成やあそ

びの会で使用する小物作りなど、簡単な作業

をお手伝いして<ださる方を募集しています。

下記の日程の室内開放の時間に行います。

日時 :6月 27日 (木)9:∞～16:∞
(※ 11:30～13:30ラ ンチタイム除<)

お1人 1時間程度の
業になります。

場所 :金森保育園

わ<わ<フライデーの時間中は、お子さんがじつ

<り遊べる環境の工夫をしています。9:00から
開放していますが、ご都合のよい時間にお越し<
ださい。
職員が常に居ますので、一緒に楽し<遊びなが

ら、お子さんの好きなこと・得意なことを通して
関わりのヒントを見つけていきましょう。

: 1030-11:00は、おしゃべり会をします。うま

l<いつた対応、今、困つていることなど、お話しし :
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リサイクル週性◎

この印刷噛は、印刷用の紙ヘ

リサイクルできます。

育児講座
「乳幼児の練― J

子どもの事故や病気の時など、知っておきたい

緊急時の対応を消防士が教えて<れます。子ど

も向けの心肺蘇生法の AED体験もできます。

※消防士の緊急出動時は内容を変更することが

ありますのでご了承ください。

日時 :6月 19日 (水)10:∞ ～11:∞
場所 :南市民センター2階和室

対象 :未就学児

★要予約 10組
予約開始 5月 27日
(平日9:∞～17:OO)

南地域子育て相談センター (金森保育園)

町田市金森東 1-12-16
丁EL 042-710-2752
FAX 042-710-2753


